
 
 

別冊 

仕 様 書 
 

１ 業務の名称 

平成 29･30 年度住宅管理報「Your らうんじ」配布等業務 

 

２ 業務の内容 

発注者が発行する住宅管理報「Your らうんじ」（以下「住宅管理報」という。）に、発注者の

広報物等（チラシ）を挟み込みの上、発注者の指示する団地に居住する世帯及び管理サービス

事務所に配布する。 

 

３ 業務に係る基本事項 

(1) 配布物 

住宅管理報（タブロイド版、原則８ページ、偶数月 20 日発行。ただし、平成 29 年８月号及

び平成 30 年８月号は１日発行。平成 29 年４月号～平成 31 年２月号の計 12 回分。） 

(2) 発注者の広報物等（チラシ。住宅管理報に挟み込むものとする。） 

  イ 広報物(Ａ４版、発行日・発行回数・挟み込み枚数は、住宅管理報に準ずる。) 

  ロ 年末年始緊急連絡先一覧(Ａ４版、年１回 12 月号のみ発行の計２回。発行日・挟み込み

枚数は住宅管理報に準ずる。) 

 

(3) 配布部数 

毎号約 42 万部（都県別の配布部数（概算）は下表のとおり。詳細は別に発注者が通知する。）。

なお、団地に居住中の住戸に１部、管理サービス事務所に５部配布する。 

都県名 配布部数（概算） 団地数(概算) 

東京 約 16.7 万部 約 400 団地 

千葉・茨城 約 9.4 万部 約 130 団地 

神奈川 約 7.4 万部 約 200 団地 

埼玉 約 8.1 万部 約 140 団地 

 

(4) 配布対象 

発注者の指示する団地に居住中の住戸及び管理サービス事務所（詳細は別に発注者が通知す

る。）。なお、随時配布対象に多少の増減が発生する。 

配布エリアの概要は、「ＵＲ住まいガイド」(東京 23 区版、東京市部版、千葉・茨城版、神奈

川版、埼玉版)の「沿線別に見る募集物件マップ」を参考にすること。(なお、当該マップは配

布エリアの目安を示すための参考資料であり、当該マップに記載のない配布対象団地も存す

る。) 

・東京 23 区版 

http://www.ur-net.go.jp/kanto/sumaiguide/pdf/images/tokyo23/04.pdf 

・東京市部版 

http://www.ur-net.go.jp/kanto/sumaiguide/pdf/images/tokyoshibu/04.pdf 

  ・千葉・茨城版 

http://www.ur-net.go.jp/kanto/sumaiguide/pdf/images/chiba-ibaraki/04.pdf 

  ・神奈川版 

http://www.ur-net.go.jp/kanto/sumaiguide/pdf/images/kanagawa/06.pdf 

  ・埼玉版 

http://www.ur-net.go.jp/kanto/sumaiguide/pdf/images/saitama/05.pdf 

  

(5) 配布期限 

原則として、発行月の月末までに配布する(ただし、平成 29 年８月発行号及び平成 30 年８

月発行号については各年８月 10 日までに配布する。) 

これに拠らない場合は発注者が別に通知する。 

 



 
 

(6) 業務指示者 

発注者は、 (3)に定める都県毎に別に、４，５の業務を実施するための業務指示者を設ける

ことが出来る。 

 

４ 業務の実施方法 

(1) 毎号の詳細指示 

発注者は受注者に対し、毎号発行月の 1日(ただし、平成 29 年８月発行号及び平成 30 年８

月発行号は各年７月 10 日)までに、納品部数、配布想定部数、配布対象住戸及びチラシ挟み

込みの有無を通知する。 

 

(2) 実施体制の報告 

受注者は発注者に対し、毎号発行月の５日(ただし、平成 29 年８月号及び平成 30 年８月号

は各年７月 15 日)までに業務の実施体制（配布責任者、配布体制、配布拠点を含む）を報告

する。 

 

(3) 住宅管理報の受領 

発注者は受注者に対し、毎号発行月の 19 日(ただし、平成 29 年８月号及び平成 30 年８月号

は各年７月31日)までに当機構が別に委託した印刷会社から住宅管理報及び広報物等(チラシ)

を受領し、広報物等(チラシ)を住宅管理報に挟み込んだ上で配布する） 

なお、受領時間等の詳細については、受注者と印刷会社との間で調整の上、決定すること。 

 

(4)業務の流れ 

 毎号の詳細指示 実施体制の

報告 

住宅管理報

の受領 

発行日 配布期限 

下記以外 発行月(偶数月)

の１日 

発行月(偶数

月)の５日 

発行月(偶数

月)の 19 日

偶数月 20 日 偶数月の月末

各年８月号 ７月 10 日 ７月 15 日 ７月 31 日 ８月１日 ８月 10 日 

 

(5) 住宅管理報の配布 

 イ 配布方法 

配布対象のうち発注者の指示する団地に居住する世帯にあっては、原則として各住宅の

集合郵便受に投函する。（団地の１階住戸については、集合郵便受がない場合がある。その

場合に限り、１階住戸の郵便受に直接配布する。） 

管理サービス事務所にあっては、原則として当該事務所の郵便受に投函する。 

 ロ 配布作業上の留意点 

① 配布作業は午前８時から午後７時までの間で行う。 

② 郵便受に投函する際には、原則として、表紙（Your らうんじ◯月号）を上にして住宅

管理報全体を郵便受奥まで完全に投函し切る。 

③ 住宅管理報は、雨濡れ、破汚損、置き忘れや紛失することのないよう取り扱う。 

④ 発注者が通知する場合を除き、他の刊行物等を住宅管理報と一緒に配布しない。 

⑤ 配布作業にあたっては、団地居住者に配布員であることが判るよう身分証（社員証等）

を掲示する。また、常に道路交通法等の交通法規を遵守し、団地居住者の日常生活を妨

げることのないよう留意し、誠実に対応する。 

⑥ 集合郵便受に配布物が異常に蓄積されている等、配布対象であるにも関わらず配布困

難な状況があった場合は、発注者に報告する。 

 

(6) 配布残部の取扱い 

配布地区毎に、納品部数から配布部数を差し引いた数が、残部数と合致するか確認する。 

残部は、配布漏れ等への対応に備えるため、受注者において配布期限後２週間程度、適切

に保管する。保管期間後は自治体等の許可を受けた処分場で適正に処分すること。発注者の

依頼があった場合は、処理方法等について報告を行う、又は、発注者の指示する場所に返却

する。 



 
 

 

５ 配布漏れ等発生時の対応 

(1) 配布漏れが判明した場合 

受注者は発注者の指示に基づき、原則即日中に該当住戸に住宅管理報を配布し対応完了の

旨報告する。 

 

(2) 誤配布、重複配布が判明した場合 

一旦該当団地内の配布を中止し、速やかに発注者に連絡する。受注者は発注者からの情報

収集・報告方法等に関する指示に基づき、迅速に対応する。また、受注者は発注者に対し、

速やかに対応完了の旨報告する。 

 

(3) 重大な事案に対する追加報告 

上記(1)又は(2)の事案のうち、発注者が特に重大な事案であると判断した事案の場合は、

対応完了の旨の報告に加え、事案の発生経緯、対応内容、原因及び再発防止策について、受

注者は発注者に対し、書面により報告する。 

 

６ 業務完了の報告 

配布が完了した時は、直ちに業務完了届（様式１）をもって報告する。なお、上記４(5)ロ⑥

は請負代金の算定根拠となる配布部数に含めるが、５(1)(2)は含めないものとする。 

 

７ 請負代金の支払 

  請負代金の支払は号毎とし、配布及び挟み込みの単価に配布部数（実績）を乗じた額（算定

した額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。）に消費税及び地方

消費税を加えた額とする。 

 

８ その他 

本仕様書に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して

定める。 

 

以 上 

 



 
 

（様式 1） 

平成  年  月  日 

 

 

業 務 完 了 届 

 
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長 岡 雄 一 殿 

株式会社○○○○○ 

代表取締役○○○○○ 

 

 

平成 29・30 年度住宅管理報「Ｙｏｕｒらうんじ」配布等業務〇年○月号 

 

 

 
上記業務が完了いたしましたので、お届けいたします。 

 

 

地 区 
納品部数 

（Ａ） 

配布部数 

（Ｂ） 

要返却部数 

（Ａ）－（Ｂ） 

東京都 ○○○ ○○○ ○○○ 

千葉県・茨城県 ○○○ ○○○ ○○○ 

神奈川県 ○○○ ○○○ ○○○ 

埼玉県 ○○○ ○○○ ○○○ 

合 計 ○○○ ○○○ ○○○ 

 

 

 

 
 


